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2002 年と 2003 年前半には弱かった先進国の経済回復は、2003 年の第 3、第 4 四半期と 2004 年の

第 1 四半期にはかなり力強いものとなった。こうした状況で、2003 年の大きな外部ショックにも

かかわらず、アジア開発途上国と太平洋諸国の経済は、予想以上に急速に拡大し、地域全体の国

内総生産（GDP）の伸び率が 6.3％となった。世界経済には、まだかなりの不均衡が存在するが、

2004～2005 年の主要先進国の成長はかなり活発になると予想される。アジア開発途上国と太平

洋諸国は、対外環境の改善、力強い国内需要、活発な域内貿易によって、同期間に地域全体で年

平均約 6.8％の成長を達成するだろう。 

 

 

第一部 アジア開発途上国と世界の経済 

 

2003 年の経済概況と 2004～2005 年のアジア開発途上国と太平洋諸国の見通し 

 

2003 年、アジア開発途上国と太平洋諸国の経済は、全体的にかなりの回復を見せた。イラク戦

争、石油価格の高騰、重症急性呼吸器症候群（SARS）の発生、年前半の主要先進国の低調な経

済回復といった不安定要因にもかかわらず、この地域の 2003 年の GDP 伸び率は 6.3％に達し、

世界で も活発な地域となった。経済が上向いている国の中では、中国、インド、タイ、ベトナ

ムが特に力強い伸びを示しが、平均インフレ率は、2002 年の 1.5％に引き続き、2.3％と低いまま

であった。全体の経常収支は、GDP の 4.2％と、大きな黒字を示し、2003 年末にはアジア開発途

上国の外貨準備高は、1 兆 3,000 億ドルに達した。 

 

しかし、地域全体の経済は力強いものの、地域間および域内の国々の間には経済パフォーマンス

にかなりの相違があった（表 1）。地域別に見ると、2003 年の経済成長は東アジア、南アジア、

中央アジアで特に力強く、東南アジアは中程度で、太平洋諸国は相変わらず弱かった（過去 3 年

よりはるかに力強かったが）。経済発展は、各地域内でもかなりの相違があった。東アジアでは、

SARS の影響と弱い国内需要によって、香港、中国、韓国、台湾の成長が低調となった。東南ア

ジアでは、シンガポールの経済が依然として弱かった。これは、経済改革が続いていることと、

不安定な雇用状勢によって国内需要が低調なままだったためである。インドネシアとフィリピン

の経済は、いくらか拡大したが、潜在能力以下の伸びだった。南アジアのほとんどの国は、天候

が非常に良かったこともあって好調だったが、ネパールは、政治状勢が不安定なため、経済成長

は平均以下のままだった。中央アジアでは、ウズベキスタンの経済成長が相変わらず低調だった。

太平洋諸国では、ミクロネシア連邦やナウルといった経済小国が 2003 年にまったく経済成長を

見せず、東ティモールのように、経済が縮小した国もあった。 

 

この地域は、過去 2 年間に二つの顕著な経済発展を示した。一つは、域内貿易の大きな原動力と

なる中国の出現であり、2003 年にはほとんどのアジア開発途上国でこの傾向が加速した。中国

の輸入が大きく増加したことで東アジアと東南アジアの経済は大きな恩恵を受け、中国は東アジ

アにおける 大の輸出市場となった一方で、東南アジア諸国にとっては全輸出額に占める中国の

シェアがかなり高いものとなった。新たな発展の中で、2003 年には南アジアから中国への輸出
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も、低い基準からではあったが、急速に拡大した。中国の経済成長は 2004 から 2005 年にはより

持続可能な伸び率に収まると予想されるが、今後 2 年間、域内貿易がアジア開発途上国の成長の

主要な原動力であり続けるだろう。地域全体は、当分の間、活発な域内貿易から恩恵を得ると予

想される。 

 

近の地域経済発展の目立った特徴の二番目は、ほとんどの国で消費需要の重要性が高まったこ

とである。注目すべき例外があるものの、2003 年の消費支出は、東アジアおよび東南アジア諸

国、特に中国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイの経済を成長させる主要因となっ

た。顕著な発展における同様の変化が南アジア、特にインドで生じており、多くの国では、GDP

成長における消費需要の高まりは重要であり、財政拡大政策と緩和的な金融政策による低金利に

よって支えられている。都市部の中産階級が増加していることと、人口の年齢構造が比較的若い

ことによって、どのアジア開発途上国でも消費構造が根本的に変化しつつある。全体的に、この

地域の経済見通しに対する自信は大きい。 

 

2004～2005 年の展望は、引き続き域内貿易と力強い消費需要によって特徴づけられる。2003 年

と 2004 年第 1 四半期の成長は、この地域の基盤が強固であることを示している。東アジアと東

南アジアのいくつかの国では、2003 年には低迷していた国内需要が回復している。特に、香港、

中国、韓国、シンガポール、台湾がそうである。さらに、主要先進国の回復の力強さは、多くの

アジア諸国の対外部門の実績に現れている。先進国における 2004～2005 年の展望はより力強く、

中国への輸出拡大の鈍化を調整し、アジア開発途上国で必要とする財政統合策の影響を緩和する

ことにもなる。 

 

重要な点は、2004～2005 年の経済展望が明るくなったことによって、投資環境の改善に向けて

の①マクロ経済不均衡の是正、②銀行・金融システムの脆弱性への取組、③構造的政策改革の実

施、を目標とする政策強化のための機会をタイムリーに与える。こうした改革の実施や、1997～

1998 年にアジアで起こった金融危機以降、初めての活発な国内・地域・国際市場の結合は、こ

の地域の企業投資をかなり増加させるだろう。今後 2 年間、先進国の経済成長が活発で、大きな

ショックがないと仮定すると、アジア開発途上国全体の GDP 成長率は、2004 年に 6.8％、2005

年に 6.7％と予想される。 

2 



表１ 主要経済指標：アジア開発途上国 2001～2005 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 
国内総生産（年間増減率、％）      
アジア開発途上国 4.3 5.8 6.3 6.8 6.7 
東アジア 4.6 6.7 6.5 6.9 6.8 
東南アジア 1.9 4.2 4.6 5.7 5.4 
南アジア 5.2 3.9 6.9 7.0 7.2 
中央アジア 10.8 8.1 8.4 8.1 8.4 
太平洋諸国 0.6 0.8 2.7 2.9 2.4 
      

消費者物価指数（年間増減率、％）      
アジア開発途上国 2.4 1.5 2.3 3.3 3.1 
東アジア 1.2 -0.1 1.2 2.6 2.4 
東南アジア 4.6 4.2 3.1 3.6 3.8 
南アジア 3.7 3.5 4.9 4.9 4.6 
中央アジア 14.3 10.9 6.9 8.6 8.3 
太平洋諸国 6.4 7.0 7.4 5.6 6.0 
      

経常収支（GDP に対する割合、％）      
アジア開発途上国 2.8 3.8 4.2 3.2 2.9 
東アジア 2.6 3.7 4.0 2.8 2.6 
東南アジア 6.9 7.4 9.1 8.2 7.6 
南アジア 0.0 1.1 1.1 0.4 0.2 
中央アジア -3.0 -2.2 -2.5 -3.6 -4.3 
太平洋諸国 3.9 -1.7 1.7 0.9 -1.3 

a  インドは卸売物価指数に基づいて報告。 
出所：「アジア開発展望」のデータベース。スタッフによる推定。 
 

 

2004～2005 年の世界経済の見通し 

 

主要先進国の見通し 

 

2001 年末から始まった先進国の回復は、2002 年には比較的弱く、2003 年前半も控えめだったが、

2003 年後半には特に米国、日本、英国において、かなり力強くなった。一方、ユーロ圏の経済

の回復は遅れている。米国では成長がかなり上向きになったもののインフレは低い水準にとどま

っており、その一方で、日本のデフレはやや弱まっている。ユーロ圏では、国内需要が弱く、ユ

ーロが高騰しているため、価格引き下げ圧力がかかっており、その結果、主要先進国においては、

依然として金融政策が も有効である。今年後半には、先進国が金融政策を引き締めに転じ、イ

ンフレ率が上昇する可能性が高い。 

 

財政政策は、今後 2 年間、現状維持または縮小気味と予想される。世界経済の見通しは、かなり

不均衡と不確実性があるが（特に米国の雇用創出と拡大する財政・経常収支赤字に関して）、

2004 年の大半は主として米国経済の力強い回復によって主要先進国の成長が活発になる。しか

し、2005 年には少し横ばいになると思われる（表 2）。 
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（米国） 

米国経済は、2003 年末と 2004 年第 1 四半期に驚異的な力強さを見せ、趨勢を大きく上回る成長

となった。いくつかの要因（①租税還付による個人消費支出の急上昇、②住宅投資と設備投資

（情報処理関連のハードウェアとソフトウェア）の固定資本投資、③輸出の改善など）が合わさ

って、2003 年の第 3 四半期には、GDP が季節調整済み年率で 8.2％という驚異的な高率を示した。

2003 年の第 4 四半期も住宅用不動産市場が減速し、貿易収支が悪化したにもかかわらず、企業投

資支出が活発なため、4.1％の GDP 成長を維持し、なお趨勢を上回る成長を示した。 

 
表 2 対外状況の基準仮定 2002～2005 

 
 2002 2003 2004 2005 
GDP 成長（％）     
先進国 1.6 2.0 3.1-3.5 2.5-3.0 
米国 2.2 3.1 4.2-4.7 3.2-3.7 
ユーロ圏 0.9 0.4 1.7-1.9 2.1-2.4 
日本 -0.3 2.7 2.5-2.8 1.5-2.0 

参照項目     
米国フェデラル・ファンド・レート

（％） 
1.7 1.1 1.1-1.3 2.5-3.0 

ブレント原油スポット価格 25.0 28.8 28.0-30.0 24.0-26.0 
世界貿易量（増減率、％） 3.7 4.7 8.0-8.5 6.0-7.0 

注：スタッフによる予測は、Oxford Economic Forecasting の世界マクロ経済モデルに基づく。 
出 所 ： 米国 商 務 省経 済 分 析局 ニ ュ ース リ リ ース 。 次 のサ イ ト で入 手 可 能 。
www.bea.doc.gov/bea/dn/nipaweb/index.asp 
経済社会総合研究所 www.esri.cao.go.jp/index-e.html 
ユーロスタット  
http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-catalogue/EN?catalogue=Eurostat 
世界銀行開発経済予測グループ 
米国連邦準備制度理事会 www.federalreserve.gov/releases 
スタッフによる推定 

 

 

米国は 2003 年後半に力強い回復を示したが、雇用がさほど増大していないのが気がかりである。

8 月から 12 月にかけての月間平均雇用増加は 5 万 6000 人以下で、過去の回復期の平均をはるか

に下回っている。失業者の増加にはいくつかの要因が考えられる。たとえば、生産性が大幅に上

昇したことや、1990 年代末の過剰雇用の影響が続いていることである。雇用は、2004‐2005 年

の米国経済において重要な変数となるだろう。 

 

2004 年第 1 四半期（特に 3 月）に雇用が改善するにつれ、米国経済の基盤が力強くなっており、

2004 年には成長が活発になることを暗示している。新たな注文や受注残高のデータが上向きな

傾向を示しているように、企業部門の展望は非常に明るい。供給管理協会の 3 月の調査によれば、

製造部門は 10 カ月連続で成長を続けている。単位労働コストの減少とドルの下落（海外事業か

らの利益が上昇する）によって利益が上昇し、2004 年には資本支出がかなり増加すると見られ

る。平均所得の伸びが不振で、雇用展望が不安定にもかかわらず、2004 年第 1 四半期の租税還付、

低金利の継続、消費者信用の高い伸び（2004 年 1 月に季節調整済み年率で 8.6％）によって、
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2004 年前半は消費者支出の好調さが持続するだろう。住宅用不動産市場は多少減速すると予想

されるが、反面、経済が J カーブの上昇部分に移るため、輸出超過が経済の好調さに寄与し始め

るだろう。 

 

連邦準備制度(Fed)は、インフレが上昇せず、雇用創出が不安定なままだ、と予想しているため、

2004 年後半までフェデラル・ファンド・レートの目標を 1％に保ち続ける可能性が高い。コア・

インフレの変動が金融政策の姿勢を決定する。これにはいくつかの要因が働いている。その一番

目は、成長の持続は雇用の創出を促すだけではなく、経済を活発にし、インフレ圧力を高める。

二番目に、ドル下落の影響が徐々に国内価格に浸透することが予想される。三番目に、高めに予

想された石油と商品の価格がコア・インフレを押し上げる。したがって、コア・インフレは、

2004 年後半から 2005 年にかけて加速し、 終的に金利上方につながると予想される。2004 年の

財政赤字はさらに大きく増加し（5,200 億ドル。GDP の 4.5％）、金利上昇の圧力となる。 

 

2004 年後半になって定着すると思われるマクロ経済政策の引き締めと、重要な下方へのリスク

を背景に、米国経済は、2004 年に 4.02~4.47％の伸び率で拡大すると予想される。2005 年には、

金融政策と財政政策の両方とも効果が少なくなると思われ、2005 年度予算（2004 年 10 月 1 日か

ら始まる）では、ほとんどの裁量的支出の増加が抑制されるだろう。したがって金利の上昇によ

って民間消費支出と住宅用不動産投資の伸びが抑えられる。しかし、企業投資が適度に増加する

と予想されるため、経常赤字がいくらか改善し、成長に寄与すると期待することができる。2005

年の GDP 成長は 3.2~3.7％の範囲と予想される。 

 

（日本） 

2003 年の日本経済は予想以上に活発で、GDP が 2.7％の伸び率を示した。なかでも第４四半期の

成長は年率で 7％と、1990 年第 2 四半期以降 大の伸び率となった。この回復をもたらした大き

な要因は、堅調な輸出（実質年間 10％の伸び）と企業投資が大幅に増加したことである。民間

非住宅投資は、成長全体の 1.5％ポイントに寄与し、輸出超過が 0.7％ポイントに寄与している。

また個人消費は、2003 年の各四半期とも、消費者マインドが弱かったために、全体成長の 0.6％

を占めただけだった。 

 

2003 年末、景気の回復とともに、一部の大企業では、雇用が若干増加した。そのため、2004 年 2

月の失業率は 5.0％と若干低下した。こうした雇用状勢の改善は、2004～2005 年の消費者支出が

徐々に増加する要因となるだろう。消費者支出は、すでに 2003 年の第 4 四半期と 2004 年の第 1

四半期に大きく増加しており、回復が拡大していることを示している。また、デフレが緩和する

兆しもあり、さらに消費者支出が刺激されると思われる。 

 

2003 年後半に円が高騰したにもかかわらず、輸出は活発であり、特に中国などのアジア諸国へ

の輸出が旺盛であった。中国への輸出は、実質ベースで 2002 年に年率 35.5％、2003 年に 41.2％

増加した。対照的に、米国への輸出は 2003 年に実質的に減少した一方、EU への輸出は多少増加

した。現在、日本の輸出総額のうち、中国向けは、12.2％を占めており、これは EU 市場向けの
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割合を少し下回っているだけである。機械、電気機器、金属、精密機器など、幅広い業種で、中

国への輸出の急増から恩恵を受けている。製造業の輸出は、主として活発な地域輸出需要と米国

への出荷の増加のために、2004 年も大幅に拡大すると予想されている。たとえば、鉱工業生産

は 2004 年 1 月に前月比 3.4％と堅調に増加した。 

 

輸出増加の主要因は、2003 年 1 月から 2004 年 3 月の間に円がドルに対して 8.5％上昇した価値で

ある。それは日本銀行の介入により、円の高騰が緩和したためである。日本銀行は、円ドル市場

で、2004 年 1 月だけで 670 億ドルの介入をおこなった。2004 年 3 月末現在の日本の外貨準備高

（金を含む）は 82 億 6600 万ドルである。依然としていくつかの部門においてデフレ傾向が存在

するが、2004 年第 1 四半期の企業短期経済観測調査で、企業マインドは過去 10 年で 高となっ

た。特に金融部門では、不良債権処理が大幅に進み、2003 年末現在で銀行の貸付金の 7％以下に

減少している。今後、輸出が順調に増加し、企業の設備投資が増加を続け、かつ実質消費者支出

が回復すれば、日本経済は、過去 10 年間になかった活発な経済成長を取り戻すだろう。GDP は

2004 年に約 2.5~2.8％、2005 年に 1.5~2.0％増加する可能性が高いが、反面、資本財など、いくつ

かの部門ではデフレが相変わらず厳しく、依然として名目 GDP 成長を鈍らせるだろう。 後に、

活発な成長を維持するには、構造改革を加速することに加えて、巨額の財政赤字と公的債務など

の長期的な課題を処理することが必要である。 

 

（ユーロ圏） 

2003 年、ユーロ圏の GDP 伸び率は、僅か 0.4％にとどまった。2003 年第 2 四半期には、民間消

費、企業投資、純輸出がすべて減少したため、経済が実質ベースで 0.4％縮小したが、2003 年後

半は、ユーロの高騰にもかかわらず、国内需要が活発なフランス、ドイツ、スペインなどで輸出

と企業投資が幾分改善したため、景気が僅かながら回復した。例外があるものの、2003 年後半

には企業マインドが改善したが、消費者マインドと需要は、依然として非常に弱い。第 4 四半期

の GDP は、季節調整済み年率で 1.2%の微増であった。財政赤字に対する安定成長協定による制

約から、財政政策はあまり拡張的ではないが、ユーロ圏の三大経済国であるドイツ、フランス、

イタリアは、減税の結果、3.0%という赤字制限に反した。インフレ率が 2％を割り込んだにもか

かわらず、欧州中央銀行(ECB)は、目標とするインフレ率を 2003 年 7 月以降 2.0％に固定したま

まであり、国内需要は追加的金融政策支援からの恩恵を受けなかった。さらに、ユーロ圏の競争

力を改善するための構造改革は、2003 年中は遅れ気味のように見える。 

 

ユーロは、2002 年 2 月から 2004 年 3 月の間にドルに対し約 40％値上がりし、ユーロ高が不安材

料になりつつある。ドイツの製造業・建設業・小売業・卸売業に関する IFO 景気指数は、2004

年 2 月に 9 カ月ぶりに下落して 96.4 ポイントとなり、3 月には 95.4 ポイントに続落した。これと

対照的に、今後の経済活動を予測するドイツの購買担当者景況指数は、2004 年 2 月の 53.4 ポイ

ントから 3 月の 54.1 ポイントへとわずかに改善した。ユーロ高は輸出の利ざやを縮小させるので、

2003 年と 2004 年初めに、ユーロ圏が成長した主要因である外需を抑えるおそれがある。これは、

雇用の見通しに影響を与え、さらに国内需要を弱めるだろう。 
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2004～2005 年のインフレ率は 1.5~1.7％に低下すると予想されており、金融政策を緩和し、金利

を下げる機会となるだろう。財政面では、安定成長協定の限度を超えた国が財政赤字を 3.0％未

満に戻そうとするため、今後 2 年間は、大きな刺激策を期待できない。しかし、2004 年初めの景

気指数調査によれば、前年にユーロが高騰したにもかかわらず、フランスとスペインの企業マイ

ンドが改善していおり、不況が 3 カ月続いたのち、3 月にはユーロ圏の景気指数は上昇した。さ

らにドイツでは、設備投資や建設投資が増加し、また消費者マインドも改善したように見える。

そのため、2004 年のユーロ圏の成長率は、ユーロが高騰しない限り、1.7~1.9％にやや改善する

と予想される。2005 年の GDP 成長は、国内需要と輸出がより均等に成長に寄与するため、

2.1~2.4％になると予想される。 

 

EU 内では、英国経済がユーロ圏と非常に対照的な動きをしている。英国経済は 2003 年に立ち直

りを見せ、第 4 四半期に年率 3.8％、1 年間では 2.3％拡大し、国内需要（特に民間消費と公共支

出）が成長に大きく寄与している。たとえば、住宅価格は 2004 年 2 月に前年同月比で 17％上昇

し、金利が 25 ベーシス・ポイント上昇して 4.0％になったにもかかわらず、2004～2005 年の国内

需要は堅調に推移すると見られている。世界経済が加速し、株式市場の活況が続いているため、

企業マインドも改善している。また、ポンドがドルに対して大幅に値上がりしており、 近では

ユーロに対しても値上がりしているにもかかわらず、輸出が拡大しつつあり、中国への輸出は

2003 年に 50％以上伸びた。英国経済は、2004 年に 2.8~3.1％、2005 年に 2.5~2.8％成長すると予

想される。 

 

世界貿易と物価 

 

世界貿易は 2003 年を通じて拡大し続け、2004 年初頭も堅調で、二桁台の伸びを示している。世

界銀行の推定によると、世界輸出量で測定した場合、世界貿易は 2003 年には 2002 年より約 1％

上昇し、4.7％に拡大している。これは、いくつかの要因が重なった結果である。第一に、アジ

ア諸国とその他の国々との貿易およびアジア域内の貿易は、中国、他の東アジア諸国、東南アジ

ア諸国が牽引力となって、2003 年に大きく伸びた。また 2003 年後半から 2004 年初頭にかけ、電

子機器類が、アジア以外の国々との取引およびアジア内での取引が急速に伸びた。日本からの輸

出(特に中国やアジア開発途上国への輸出)は、2003 年後半に急増し、米国からの輸出も 2003 年

末までに回復した一方、輸出が不振の地域は、英国を除いて EU のみであった。2004～2005 年の

世界経済（特にアジア開発途上国）は活発に成長すると予想されており、2004 年第 1 四半期の世

界貿易の好調さからすると、世界貿易の量は 2004 年に約 8~8.5％の伸びを示し、2005 年にやや

減速し、約 6~7％になると思われる。 

 

2003 年の石油価格は不安定で、年間を通して高止まりした。2003 年の 1 バレル当たり 28.80 ドル

という平均価格（ブレント原油価格）は、年初の予測を大幅に上回っている。石油価格はイラク

戦争とベネズエラの政治情勢不安による石油供給の不安定さ、低水準の備蓄量、今では世界第二

位の石油輸出国となった中国からの需要の増加（石油輸入は、2003 年に 30％増加）、および需

要が天候に左右されることなどによって、高止まりを続けている。2003 年末までには、ドルの
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大幅な下落も、現地通貨による収益を確保したい石油生産国に対する値上げ圧力となっていた。

石油輸出国機構（OPEC）が積極的に石油市場を管理し、経済協力開発機構（OECD）の主要市

場における石油備蓄が継続的に低水準で、季節要因が需要を押し上げたため、石油価格は 2004

年第 1 四半期を通じて 1 バレル 30 ドルを超えた。さらに、OPEC は、4 月 1 日から一日の割当量

を 100 万バレル削減し、2,350 万バレルにすると発表したため、第 2 四半期は、季節による需要

の減少にもかかわらず、石油価格は下がらないと思われる。しかし、OPEC 以外の国々による生

産が増えており、2004 年中に、値下げ圧力がかかる可能性もある。弱いドルに対して概ね価格

を高く維持するという OPEC の決定と、力強い成長を続けている世界経済（特に中国、インドな

どのアジア諸国）における活発な需要を考えると、ブレント原油価格は、2004 年には 1 バレル当

たり 28~30 ドルという比較的高い価格を維持し、2005 年には需給関係が安定するにつれ 24~26 ド

ルという価格にやや下落すると予想される。また、天然ガスの価格は、2002 年に大幅に下落し

たのち、2003 年に 30％近く上昇した。今後は緩やかに上昇すると予想される。 

 

石油以外の商品の価格は 2002 年から回復し始め、2003 年には堅調となり、世界銀行の概算では、

前年比で 13％上昇した。ほとんどの物価が弱いドル、世界経済の順調な回復、原材料と非金属

に対する中国の需要の大幅な増加によって、1990 年代半ばのピークに近づいた。また、投機的

な要因も 2003 年と 2004 年初頭の高値に寄与し、金属と鉱物の価格は、中国からの需要の増加、

世界全体の備蓄の低下により 28％も高騰した。また、綿やゴムなどの原材料の価格も、主に中

国からの需要急増によって、16％上昇した。肥料価格は 15％上昇し、生産国の干ばつによって

油脂の価格が 28％高騰した一方で、他の農作物価格は緩やかに上昇した。米価は回復を続け、

2001 年から 2003 年にかけて約 15％（タイは 5％）上昇し、コーヒー価格は、3 年間下落したの

ち、2003 年にわずかに上昇した。物価は 2004 年も全体的に堅調と予想されるが、農作物など、

現在の価格の上昇率を維持することができない品目もある。 

 

2004 年第 1 四半期は、鉱物と金属の価格が引き続き高騰し、前期比で約 20％上昇した。鉱物と

金属の価格は、主として中国やアジア開発途上国からの需要によって、今年も順調に回復を続け

ると予想される。2005 年には、世界全体の需要が衰え、備蓄が回復するので、価格の上昇は横

ばいになるはずである。オックスフォード経済予測研究所のモデルによれば、2004 年に金属価

格は約 20％上昇し、銅・鉛・ニッケル・鉄鋼・スズ・亜鉛は引き続き堅調に値上がりする見通

しである。2004 年、これらの商品の価格は、中国からの強い需要、先進国からの需要の増加、

および低い備蓄量によって強く影響を受けるだろう。 

 

農作物価格は、より迅速な供給によって、2004～2005 年も回復を続けると予想されるが、比較

的遅いペースになるだろう。しかし、農業の原材料（特にゴムと綿）の価格は、世界全体の需要

が堅調なため、2004 年に高騰すると思われ、ゴムを除いて、2005 年は横ばいになると予想され

る。油脂（ヤシ油や大豆油を含む）の価格は、供給が改善しているので、2004 年は緩やかに上

昇し、2005 年に少し下落すると予想される。また、主要農作物の中で、米とコーヒーの価格は、

市場が 2005 年に軟化するまで逼迫すると思われるので、2004 年は上昇することが予想される。
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後に、DRAM チップ、フラッシュ・メモリー、集積回路などの製品のドル価格は、長く待ち

望まれていた電子機器部門の回復によって 2004 年には上昇するだろう。 

 

金融市場の発展 

 

歴史的に見て、2003 年の世界（特に先進国）のインフレは、歴史的な低水準となった。OECD 諸

国のインフレは、2002 年の 2.1％から 2003 年には 1.8％に下がり（GDP デフレーターによって測

定した場合）、金融政策は年間を通じて緩和的だった。米国の総合消費者物価が、比較的高い石

油価格によって押し上げられる傾向にあり、2004 年 3 月までの 1 年間で 1.7％上昇（季節調整

前）したものの、コア・インフレはやや低めに抑えられた。一方、日本はまだデフレ傾向である

が、緩やかになり始めている。また、ユーロ圏のインフレは 近 2.0％を割り込んだ。 

 

したがって、主要先進国では、金利も例外的に低い状態が続いている。米国のフェデラル・ファ

ンド・レートは、2003 年 6 月以降 1.0％という、過去 46 年間で も低水準にとどまっており、同

時期のユーロ圏の ECB レートも 2.0％、日本の政策金利も 2002 年以降 0.1％を維持している。し

かし、金利が 2003 年に上昇し始めた国もある。特にオーストラリアと英国が顕著であるが、資

産（特に不動産）の価格がバブルとなる可能性や家計の負債額が高いことが気がかりである。ま

た、OECD 諸国のインフレは 2004 年にやや収まり、2005 年に少し高まると予想される。しかし、

ユーロ圏のインフレは今後 2 年間低下し、ECB レートを下げる圧力となるだろう。米国では、原

油価格の高騰とドルの下落を通じて、また成長が引き続き堅調なので、2004 年後半にコア・イ

ンフレが上昇する可能性が高い。インフレの上昇に対する連邦準備制度(Fed)の反応は、労働市場

の動向に大きく左右され、もし高成長にもかかわらず、新規雇用に顕著な創出がなされなければ、

Fed は金利を変更しない可能性が高い。金利を少し高めに設定し直すのは、おそらくコア・イン

フレが高まる 2004 年後半以降となるだろう。ベースライン予測では、フェデラル・ファンド・

レートが 2004 年に平均 1.1~1.3％となり、2005 年に 2.5~3.0％まで上昇する。また、6 カ月物のロ

ンドン銀行間オファード・レートは、2004 年に 2003 年の 1.1％から約 1.6％に上昇すると予想さ

れる。対照的に、6 カ月物のユーロ銀行間オファード・レートは、2004 年には 2003 年の 2.3％か

ら 2.0％になると予想される。 

 

2002 年に主として米国で改善し始めた企業利益は、2003 年後半、米国だけでなく日本でも急速

に回復し、これよりは低いが EU でも回復した。米国では、生産性が大幅に上昇したことで、企

業の収益性が高まり続け、企業の見通しが改善し、イラク戦争に関連した不安定さが減少したた

め、米国の株式市場は 2003 年後半から急速に回復した。日本では、経済の展望が開け、日経

225 が急上昇した。一方 EU でも、多くの国の見通しに少し改善が見られたため、株式相場が大

幅に上昇した。主要先進国の株式市場は、2004 年第 1 四半期にやや後退したものの、周期的にピ

ークに近づくため、2004～2005 年を通じて比較的活発であると予想される。企業の収益性の展

望が改善したことと株式市場が回復したことは、2004～2005 年の主要先進国の資本支出にとっ

て良い兆候である。新興市場国では、世界全体で低金利が継続していることと景気が回復してい
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ることによって、特にアジア開発途上国で株式相場が急上昇した。2004～2005 年の地域内の株

式市場の見通しは依然として明るく、企業投資に好影響を与えるだろう。 

 

2003 年 6 月に 45 年間で 低の金利をつけ、Fed がデフレはもう起こらないと発表したのちに米

国の債券価格は下がり、10 年物の米国財務省証券の利回りは、2003 年 7 月 31 日に 100 ベーシ

ス・ポイント急上昇し、4.85％となった。当時、米国の成長が加速するにつれ長期金利が上昇に

転じ、財務省が巨額の資金を必要とするという予想が市場期待に影響を与える重大な懸念があっ

た。実際、景気回復が加速したが、それは「雇用なき回復」だった。雇用創出の欠如が市場心理

に影響していると予測され、2003 年 11 月以来、長期債（10 年物）の利回りは約 4.5％に下がっ

ている。また、さらなる金利の引下げを市場が期待していなかったため、短期債（2 年物まで）

のイールド・カーブは 2003 年第 3 四半期以降やや急になっている。長期債（10 年物）の利回り

は、金利をしばらく引上げられないだろうという市場心理を反映して、2003 年第 3 四半期以降、

実質的に変化せず、やや下降している。しかし、金利の引上げに「忍耐強くできる(be patient)」

という Fed の 1 月の連邦公開市場委員会（FOMC）の声明に対する債券市場の反応を見ると、金

利引上げの気配にすばやく（そして猛烈に）反応することが予想される。 

 

ユーロの基準イールド・カーブは、逆の形を示し続けており、ECB によるさらなる金利引下げが

予想される場合、短いほうの端が下方に傾斜し、満期が 1 年を超えると上方に傾斜する。長いほ

うの端では、金利が 2003 年 7 月に上昇したが、4.2％へと 40 ベーシス・ポイント上昇しただけで、

それ以降変化していない。2004 年初め以降、10 年物のユーロ債券利回りは少し下降し、市場が

大幅な金利の引上げを予想していないことを示している。 

 

新興市場国は、約 15 カ月という長期間のソブリン・リスク・スプレッドの縮小から恩恵を受け

ている。平均スプレッドは、2002 年には 728 ベーシス・ポイントだったが、2003 年は 526 ポイ

ントになった。開発途上加盟国（DMC）は、こうした有利な条件を利用して、2003 年に 750 億

ドル近くの債券を国際資本市場で発行し、約 300 億ドルの株式を発行した。成熟した市場におい

てより高い利益を得る機会は、金利の上昇期に実現されるので、スプレッドの縮小が 2004 年末

期に反転し、2005 年にかけて拡大すると予想される。これにより、外部資金調達が困難になる

ため、信用格付が低い国にとって非常に重要な要因となる。したがって、今後 2 年間、外部から

の資金調達計画に慎重になる必要がある。 

 

国際金融協会(IIF)のデータによると、新興市場への純民間資本フローは 2002 年の 1,242 億ドルか

ら 2003 年には 1,875 億ドルに増加し、これは過去 3 年間で 大の額である。アジア開発途上国へ

の純フローは 1,113 億ドルで、2002 年の 648 億ドルの 2 倍近くである。この半分（560 億ドル）

は直接投資によって調達され、そのほとんどが中国に流れた（正味 560 億ドル）。経済環境の改

善と企業収益性の向上によって、アジア開発途上国へのポートフォリオ流入が 2002 年の 26 億ド

ルから 2003 年の 277 億ドルへと急増した。銀行の貸出と他の金融機関の貸出は、2002 年の 63 億

ドルから 279 億ドルへと大幅に伸びた。 
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アジア開発途上国への民間資本フローの見通しは 2004 年も明るい。特に中国における過去数年

の巨額の外国直接投資（FDI）のコミットによって、アジア開発途上国への FDI 流入が大幅に伸

び続け、また、インドとタイも 2004 年に巨額の FDI 流入から恩恵を受けるだろう。国際金融協

会の推定では、アジア開発途上国への FDI 流入は合計で正味約 600 億ドルとなり、そのうち約

85％が中国に流入する。アジア開発途上国の資本市場は、引き続き投資家にとって非常に魅力的

だが、流入は 2003 年の高レベルよりも少し下がる可能性が高い。対照的に、新興市場国の利回

りが上昇し、スプレッドが拡大すると、債券発行が 2003 年よりも大幅に減少すると予想される。

また中国が外部からの借入を抑制する政策を実施する可能性もある。 

 

アジア開発途上国と太平洋諸国の展望に対するリスク 

 

2003 年 ADO と改訂版 2003 年 ADO は、アジア開発途上国に対する 3 つのリスクを特定していた。

地政学的、SARS、グローバル経済に関連するリスクである。地政学的リスクはテロの脅威に関

連しており、残念ながら、アジア開発途上国にとっては非常に現実的な問題である。一方、2003

年末と 2004 年初めに鳥インフルエンザが発生したことによって、感染症の発生がアジア経済に

とって依然として大きなリスクだということを明確に知らされることになった。そうした感染症

の発生が人間や経済に影響を与えるのを食い止めるうえで、地域協力の強化が極めて重要である。 

 

グローバル経済に関するリスクは衰えておらず、このリスクは基本的に主要先進国の経済回復の

持続可能性と世界経済の不均衡に関連している。グローバル経済におけるアジア開発途上国の役

割はより重要になっているが、依然として主要先進国における発展が、地域の見通しにとっては

非常に重要である。先進国の景気回復が不均衡なことによって、アジア経済は大きなリスクにさ

らされている。 

 

2004 年 ADO は、より明確に地域的な経済リスクを新たに加えており、それらのリスクは、急速

に強まる地域経済相互依存そのものに関連している。域内貿易の急増はこの地域の発展にとって

極めて肯定的なものだが、新たなリスクも同時にもたらす。 

 

グローバル経済のリスク 

 

2000 年以降初めて、2004 年第 1 四半期までに、幅広く活発な経済回復が世界的に始まったよう

であり、この回復は主に米国とアジア開発途上国が先導している。日本で経済回復が進行してい

る一方、ユーロ圏も回復の兆しをいくつか見せている。石油価格や物価が上昇しているにもかか

わらず、概してインフレ圧力は収まったままであるが、主要先進国では、全体的に拡大傾向にあ

る財政政策（特に米国における巨額の財政刺激策）と緩和的金融政策が回復を促進している。そ

の結果、2003 年中頃から、期間に関わらず、金利が歴史上 も低くなっている一方、特に米国

で財政赤字が拡大しており、マクロ経済刺激策を行う余地は限界まできているようである。 
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しかし、このような世界経済の回復の背後には、重大な不均衡とリスクがあり、今後の経済動向

をおびやかしている。短期的に見た場合の 大の懸念材料は、米国における不安定な雇用状勢で

ある。2004 年 3 月に公開された雇用データは労働市場の回復を示しているが、依然として不安定

なままであり、今後数カ月のうちに労働市場の展望が改善するのを確認できない場合、消費支出

が悪影響を受け、米国の成長が鈍化すると予想される。特に米国において、現在のマクロ経済政

策の姿勢は中長期的に持続可能ではないため、先進国の労働市場の強化と拡大が重要である。 

 

まず米国で、その後 EU で、今後 1 年間のうちに金融政策を引き締める必要がある。極端に低い

現在の金利水準は、いくつかの理由によって維持できない。第一に、石油価格および物価上昇と、

世界経済における生産拡大期間が長引いていることによって、インフレ進行の圧力がかかる。第

二に、低金利によって家計の負債が急増し（米国では可処分所得の 100％以上）、資産バブルの

可能性が生じている。 後に、米国の財政赤字に資金を供給する負担が増していることで、特に

アジア諸国の中央銀行が米国債券の購入を縮小する場合（今後その可能性が高い）、金利上昇圧

力がかかる。時期は依然として不安定であり、まだ先のことになると思われるものの、金利上昇

は保険市場、金融市場、資産価格に大きな影響を与えるだろう。 

 

特に雇用と所得の創出に関しては、その時点での回復の質と深さによって、影響力の大きさが大

きく左右される。投資家と消費者による回復の深さの認識が、金利上昇に対する金融市場の反応

を決定する。弱気な場合、2003 年 6 月から 7 月にかけて見られたように、金融市場、特に固定利

付き債券市場が非常に不安定になり、長期金利を大きく押し上げるかもしれない。より費用がか

かる債務返済は、借入金の多い家計や企業に直接影響を与えるだろう。これにより先進国の不動

産市場が影響を受け、政府借入コストが急増し、その結果、現在の経済回復を特徴づける状況と

不均衡によって、より厳しいマクロ経済政策に対して、必要な調整が特にデリケートで不確かと

なる。高インフレと実質金利の上昇を伴って、先進国の経済成長が低くなる時が訪れる可能性は

極めて高い。 

 

これまで市場に大きな影響を与えているようには見えなかった二つの重大な不均衡は、上記の結

果を悪化させる可能性がある。米国の財政赤字と経常収支赤字であり、第一に現在の政策では、

長期間にわたって巨額の財政赤字を出すと予測され、より長期的には、先進国の高齢化に必要な

資金を補うための負担も国家予算への圧力となる。金利が上昇するにつれて、市場は拡大する財

政赤字に対して、資金を補う見通しを要因として組み入れるだろう。これにより、さらに長期金

利の上昇傾向が進む可能性がある。 

 

第二に、これまで金融市場は米国の経常収支赤字にあまり懸念を示さなかったが、この状況は変

化する可能性がある。金融政策を引き締めると、金利が上昇する中で金融市場の変動性が高くな

り、ドルの為替レートの変動性を高くする可能性がある。米国の経常収支が明らかに調整されつ

つあるかどうかを市場は、より綿密に評価し始めるかもしれない。いくつかの結果が考えられる

が、ドルの大幅な下落自体は経常収支赤字を縮小するのに十分ではない。輸入を減少させるには

米国の需要を縮小させることが必要であり、その結果、低金利を伴った低成長となる可能性が高
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くなる。しかし、この結果がもたらす悪影響は、世界的成長を各国に幅広く分散することによっ

て、大幅に抑えることができるだろう。すなわち、米国以外の先進国は成長を加速させる必要が

あり、特にアジア諸国は、より柔軟な為替レート政策をとる必要がある。 悪のシナリオは、政

府が貿易の保護主義を急速に進めることによって調整しようとすることである。 

 

上述の分析から、グローバル経済が今後 2 年で経験する調整過程には不明確な部分が多いことが

明らかである。アジア開発途上国にとっては、この好ましくない結果が何であるかを評価するこ

とが重要である。また、アジア開発途上国が調整過程の当事者になりつつあるということを認識

することも重要であり、継続的な力強い成長とこの地域における実利的な経済政策を追求するこ

とにより、グローバル経済の調整は円滑なものになるだろう。 

 

地域経済のリスク 

 

すでに述べたとおり、アジア開発途上国は、地球規模の発展の実現において、重要な要素となり

つつあるが、特にこの地域に関する見通しにはいくつかのリスクがある。多くの場合、このリス

クは、協力と改革のチャンスとみなすこともできる。実際、この地域の現在の力強い経済成長基

調は、これらのリスクをチャンスに変える絶好の機会を作り出している。 

 

この地域における過去数年間の経済発展には、二つの際立った肯定的な特徴がある。成長の主た

る原動力としての域内貿易の出現と、多くの国における国内消費需要の重要性が高まっているこ

とである。これらの特徴は、主要先進国の回復がつまずくようであれば、さらに重要となる。こ

れらの発展は、アジア開発途上国の中期展望における肯定的要素だが、その一方で、この地域の

国々の相互依存がより強力になるにつれ、必然的に地域の発展にリスクをもたらす。政策決定者

の政策決定は、この地域の他の国々にますます影響を与えているため、付随するリスク管理は、

彼らにとって新たな難問となっている。 

 

重大な影響をグローバルに及ぼすこともある地域リスクの中で、おそらく中国への投資の過熱が

も重要である。中国への投資の驚くべき増加は、原材料、土地、生産要素（労働を除く）の高

騰を招き、次第にインフレを誘発する可能性がある。すでに、多くの商品価格や輸送料金が中国

からの需要によって値上がりしつつあり、中国政府は過剰投資を抑えるための政策を発表した。

しかし、中国への過剰投資は、他の多くのアジア開発途上国における輸出貿易に悪影響を与える

おそれがあるので、この状況を注意深く監視しなければならない。長期的には、過剰投資によっ

て設備に余剰が生じ、この地域に悪影響を及ぼすだろう。中国における他の主要な政策上の課題

はよく知られており、財政再建、金融部門（特に銀行）の改革、国有企業改革などの必要性が含

まれる。こうした困難な問題をうまく処理することが地域成長にとって非常に重要である。 

 

次第に高まる国内需要に牽引された成長へと推移していることは喜ばしいことである。しかし、

もし所得の伸びが緩慢な場合、金融危機から十分に回復していない金融システムが新形態の不良

債権や新たな危機に直面するのを防ぐには家計債務を監視し、抑制しなければならない。いくつ
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かのアジア開発途上国では、緩和的金融政策の持続や、収入基盤の多様化を促進する金融機関の

積極的な努力が、家計債務の急増を助長している。金融政策の引き締めだけでなく規制と監視の

改善も求められている。政策上の難問は、強く求められている企業投資に対する高金利の影響を

いかに緩和していくかということになるだろう。多くの国々の中でも特に東南アジアの国々で、

企業投資は、依然として弱い。 

 

銀行以外の金融機関の発展を含めて、金融部門の改革を進めることは、この地域のすべての国に

おける改革と持続的な高成長のために、依然として一番重要なことは明らかである。アジア開発

途上国の多くの国々において、過去 2 年間に金融部門改革が鈍化または停滞しているという懸念

があり、その理由としては堅調な成長が、潜在的な問題を覆い隠してきたことがあげられる。こ

のように、高成長は、経済改革を加速させる絶好の機会を提供するのであって、高成長を自己満

足の言い訳として使用すべきではない。 

 

過去 2 年間、多くのアジア諸国によって巨額の外貨準備高が蓄積されてきたのは驚くべきことで

ある。外貨準備高は現在 1 兆 3,000 億ドルと推定される。2003 年 ADO で指摘されているように、

国の外貨準備高は短期負債を大幅に上回っている。当初、外貨準備高の蓄積は、政策決定者の慎

重な態度を反映していたが、次第に、この地域に多く見られる堅調な為替レートに対する投機的

な市場行動によってあおられているように見える。このような発展は、この地域にとって重大な

いくつかのリスクをもたらす。第一に、閉鎖的な資本勘定を持つ国々を除いて、資本移動が逆方

向に活発に動き、たとえ経済基盤が変化しなくても、影響を受ける国々に関する好ましくない兆

候を送るおそれがある。より重要なことであるが、第二に、対ドル為替レートの安定を維持する

ための介入によって、国内の流動性が大幅に増加するおそれがある。これはさらに困難な作業で

あるが、不胎化されない場合、国内の際限ない信用拡大をもたらし、新たな金融危機をアジアに

もたらす状況を作り出すおそれがある。第三に、主としてドル預金や米国財務省証券の形で保有

する外貨準備高はドル下落の影響を受けやすい。したがって、この地域における巨額の外貨準備

高を生み出す政策を再評価する適切な時期だといえる。 

 

アジア開発途上国は、マクロ経済政策上の困難な問題と長期的な改革課題に直面しており、それ

らに取り組まなければ、将来の展望に関わるリスクとなるが、急増している大規模な労働力のた

めに雇用機会を創出するため、中長期的に持続可能で堅調な経済成長を維持する必要もある。こ

れは、ある意味で、中期的にアジア開発途上国全体が直面している重要なリスクである。この状

況において、アジア開発途上国は、投資環境や競争力を改善し、生産性を上昇させるために構造

改革を実施する必要がある。こうした改革は、多くのアジア諸国における財政事情が統合的にな

っているときに行わなければならないので、非常に複雑なものとなるだろう。政策上の中期的な

重要課題は、民間部門の効率性の向上、適切な公債管理、企業統治の改善、民間部門と公共部門

の協力の啓発を確実に行うことである。再び、地域統合の強化は、こうした政策の必要性に新た

な様相を与えている。こうした課題は、香港、中国、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、

フィリピン、スリランカ、台湾など、多くのアジア諸国が選挙を行う 2004 年に特に重要となる。 
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後に、いくつかの国で急増している消費需要が急速に拡大する所得不均衡を、どの程度反映し

ているかということを調査する必要がある。これは中期的展望に対するリスクである。所得拡大

だけでなく、急増する労働力のための雇用創出も、経済成長が持続可能となるために必要不可欠

である。こうした不平等や地域の国々の不平等に取り組むために労働市場の改革と労働者の技能

を向上させる政策も重要である。このように、経済政策は、いかに成長が社会上包含的で、より

多くの人々に利益を与えるかを力説する必要がある。中小企業の発展と社会の安全網の確立を促

進するミクロ経済改革を重要な政策に組み込む必要が生じている。また、アジア開発途上国全体

において、より多くの人々が政策決定に参加している状況から考えると、こうした包含的な成長

は、人々が継続中の改革を自分のものと感じるために重要となる。 

 

結論として、今後 2 年間の堅調な成長によって与えられる機会は、アジア開発途上国における広

範で数多くの改革を開始し、持続させるために活用されなければならない。こうした改革は、改

革の支持者層を急速に拡大させるために欠かせない社会上包括的な発展を支援することを目的と

すべきである。改革と高成長率を持続することができるかどうかは、この支持者層の確立と拡大

にかかっているのである。 
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第二部 アジア開発途上国：地域別傾向と見通し（要点） 
 

 

東アジア 

 

東アジア全体の 2003 年の GDP 成長率は、SARS などの要因にもかかわらず、6.5％と予想を上回

る強いものとなった。2004-2005 年の見通しでは、2004 年は過去４年間で 高の 6.9％、2005 年

は 6.8％が見込まれる。地域内では国毎に経済状況にばらつきがみられるが、中国については強

い内需、高水準の輸出と直接投資の急増に牽引され、2003 年は 9.1％の伸びとなった。中国は

2004 年にピークアウトし、2004 年 8.3％、2005 年 8.2％と見込まれる。香港、韓国、台湾は

2004 年と 2005 年の輸出増加のみならず内需が伸びに寄与することが予想される。 

 

東南アジア 

 

様々の外的ショックにもかかわらず、東南アジア全体の 2003 年の GDP 伸び率は 4.6％と 0.5％ポ

イント予想を上回る結果となった。GDP は 2004 年に 5.7％に加速し、2005 年は 5.4％にやや低下

する。タイとベトナムは、2003 年に強い成長を示し、2004-2005 年も引き続き地域経済の牽引力

となることが見込まれる。カンボジア、ラオスは比較的良好な一方で、インドネシアとフィリピ

ンは引き続き穏やかな成長となる。シンガポールは 2004 年、2005 年と景気回復が見込まれる。 

 

南アジア 

 

南アジアの 2003 年の GDP 成長率は 5.7％の予想を上回り、6.9％と過去 高の水準となった。そ

れぞれの国が良好なパフォーマンスを示し、2004 年は 7.0％、2005 年 7.2％と高水準を持続する

と見られる。ただし、この予測は、インドとパキスタンが 2003 年以来の協力的関係を維持し、

アフガニスタン、ネパール、スリランカにおける安全面で現状より悪化しないことが前提となっ

ている。インドの経済見通しは力強い一方、パキスタンは 2004 年と 2005 年に強い成長が見込ま

れる。 

 

中央アジア 

 

中央アジア６カ国全体の 2003 年の GDP 伸び率は前年の ADO における 5.8％の予想を大きく上回

る 8.4％になったと見られ、全ての国で予想を上回った。2004 年は 8.1％、2005 年は 8.4％の成

長が見込まれる。石油、ガス・セクターは３つの生産国で引き続き成長のエンジンとなる。石油、

ガス価格は 2005 年に軟化することが予想されるものの、生産量の拡大がこれを補うと見られる。 

 

太平洋地域 
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2003年の太平洋地域経済は総じて好調であり、全体のGDP伸び率は2.7％になったと見られる。

2004年に2.9％に拡大し、2005年は2.4％と見込まれる。全ての太平洋加盟国は、財政面でのガバ

ナンスと行政面での改革といった問題に直面しており、民間部門の発展を促進するための環境整

備ならびに地方行政能力と組織・制度づくりが不可欠である。 

 

 

（表）アジア開発途上国の GDP 成長率 

 

（年率、単位：％) 

 

  2003 2004 2005 

 

東アジア 6.5 6.9 6.8 

中国 9.1 8.3 8.2 

香港 3.3 6.0 5.0 

韓国 3.1 4.8 5.2 

モンゴル 5.5 5.8 6.0 

台湾 3.2 5.4 4.7 

 

東南アジア 4.6 5.7 5.4 

カンボジア 5.0 5.4 5.4 

インドネシア 4.1 4.5 4.5 

ラオス 5.9 6.0 6.2 

マレーシア 5.2 5.8 5.6 

 ミャンマー 10.6 - - 

 フィリピン 4.5 5.0 5.0 

 シンガポール 1.1 5.6 4.8 

 タイ 6.7 7.2 6.2 

 ベトナム 7.1 7.5 7.6 

南アジア 6.9 7.0 7.2 

 アフガニスタン - - - 

 バングラディッシュ 5.3 5.7 6.0 

 ブータン 6.5 7.0 8.0 

 インド 7.3 7.4 7.6 

モルディブ 8.4 5.5 5.0 

 ネパール 2.6 4.0 5.0 

 パキスタン 5.1 5.5 5.8 

 スリランカ 5.5 5.0 5.5  

  2003 2004 2005 

 

中央アジア 8.4 8.1 8.4 

 アゼルバイジャン 11.2 9.0 12.5 

 カザフスタン 9.2 9.5 9.5 

 キルギス 6.7 4.1 4.5 

 タジキスタン 10.2 8.0 5.0 

 トルクメニスタン 10.0 10.0 10.0 

 ウズベキスタン 4.4 4.5 4.0 

 

太平洋地域 2.7 2.9 2.4 

 クック諸島 3.1 2.7 2.9 

 フィジー諸島 5.0 3.9 3.0 

 キリバス 2.5 1.8 1.5 

 マーシャル諸島 3.0 2.0 3.0 

 ミクロネシア連邦 0.1 -1.5 2.2 

 ナウル - - - 

 パプア・ニューギニア 2.0 2.8 1.7 

 サモア 5.0 4.0 3.5 

 ソロモン諸島 3.8 4.5 4.5 

 東ティモール -3.0 1.0 3.0 

 トンガ 1.9 2.6 2.8 

 トゥヴァル 3.0 3.0 - 

 バヌアツ 1.6 2.1 2.6 

 

 

 

    

アジア開発途上国平均 6.3 6.8 6.7  
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第三部  アジアの外国直接投資（要点） 

 

アジア開発途上国に対する外国直接投資は、1970 年の 6 億 9400 万ドルから増加を続け、2002 年

に若干ダウンして 900 億ドルにとどまった以外には、2000 年に 1386 億ドルにのぼった。これは、

毎年 15.2％の伸びを続ける増え方となる勘定である。 

 

開発途上国に進出する外国企業は、商業的利益が出せ、しかも政治的に安定した環境に魅力を感

じる。多国籍企業は、外国投資する場合、例外なく、それらの要素を投資判断の主要な基準にし

ている。このため開発途上の国々が、外国から巨額の直接投資を引き出すためには、合弁企業投

資といった外国直接投資に制限を加えるような仕組みを取り払うようにすることだろう。ベスト

なやり方は、外国企業などの子会社に対して、ローカルコンテンツを義務付けるようなことをし

ないことだ。 

 

外国直接投資や、その潜在的投資を引きつける重要な要素は、幾つかの国々では政府の分権化政

策である。そういった枠組が定着するようになれば、一つの国の中で活気のある地方政府が、企

業の積極投資を誘致するため、他の地方政府などと競合するようになってくる。そして中央政府

のチャレンジが、そうした競争を促進することにもなってくるだろう。 

 

適切な経済成長をもたらし、かつ外国直接投資に魅力的となることに必要なさまざまな改革の調

和が、結果的にアジア開発途上国の国々にとって、ウインウイン状態 (win-win situation) をもた

らすだろう。 

 
 

（了） 
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